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歌唱曲名 都道府県
⻘⽊ 裕⼦ 中務 和代 佐藤 由美 アイスクリームの歌 岡⼭県
荒 凛⾳ ねむの⽊の⼦守歌 ⼤分県
新井 真⼸ おやすみなさい 栃⽊県
井形 優希 七つの⼦ 千葉県
伊原⽊ 幸⾺ ちいさい秋みつけた ⼤阪府
上地 ⼀瀧 棚原 リリカ 夢の世界を 沖縄県
植村 千晶 ⼣焼空 東京都
宇野 亜⽮⼦ 的場 朝⾹ 塙 珠空 ⼿のひらを太陽に 東京都
梅⽥ ⿇琴 どうぶつえんのよる ⻑崎県
⼤井 彩 聞いててあげる 三重県
⼤⻄ 律⼦ ⼭本 ⾹代 武居 祥恵 坂本 哲也 旅⽴ちの⽇に ⼭⼝県
⼤前 桜 早春賦 東京都
岡野 璃奈 ⻘い眼の⼈形 東京都
甲斐 梓紗 夏は来ぬ 埼⽟県
⽚桐 孝⼦ おばあちゃんの⼿ ⼭形県
清野 久芳 案⼭⼦ 愛知県
桐原 純⾳ 宝島 神奈川県
草野 未有 相澤 泉 坪井 智也 この道 福島県
倉⽥ 真由美 かあさんのお話の中のわたし 神奈川県
⼩薗 和叶 ⼼の中のオルゴール 東京都
⼩林 幸基 箱根⼋⾥ 栃⽊県
坂本 奈⾥紗 ⼩⿃のうた 熊本県
櫻井 由美⼦ ⾬降りお⽉さん 千葉県
佐藤 蒼真 礒部 ⾥沙 右近 元希 荒城の⽉ ⼭⼝県
佐藤 舞祐 お姉さんの⾹り 埼⽟県
佐野 桃⼦ ⼦⿅のバンビ 埼⽟県
澤⽥ ⼼葉⾳ たね 秋⽥県
鴫原 美穂 つばさをください 福島県
⽩井 知花 朧⽉夜 千葉県
陳内 希海 おやすみなさい ⻑崎県
鈴⽊ 真哉 おやすみなさい 愛知県
世古 桃詩 いつもの道 ⼤阪府
髙瀬 舞 僕がうたう秋のうた 兵庫県
⾼橋 真之 アイ アイ 福岡県
瀧⼭ 幹彦 荒城の⽉ ⼤分県
⽵下 ⽂代 朧⽉夜 東京都
⽥代 律⼦ 佐藤 直⼦ 近藤 由美⼦ 平緒 喜代⼦ 汽⾞ポッポ 福岡県
⽥中 俊哉 コイノボリ ⻑野県
⽥中 美佳 ねむの⽊の⼦守歌 神奈川県
⽥中 陸 浜辺の歌 ⼤阪府
塚本 愛 わらってママを⾒てごらん 愛媛県
冨瀬 ⾐⾥ ⼭のワルツ ⽯川県
中⽥ 佳代 こいぬの たんびょう⽇ ⼤阪府
永⾒ 芽美佳 渡壁 桃⼦ この道 ⼭⼝県
中村 遙花 ねむの⽊の⼦守歌 京都府
根岸 優⾄ 朧⽉夜 埼⽟県
根津 嘉徳 ヤンチャリカ 群⾺県
野々川 スミ⼦ 冬景⾊ 北海道
原 智美 稲迫 聡美 ⾼橋 多美恵 ⼭崎 薫⼦ どこかで春が 北海道
古瀬 裕貴 ⼤きな⽊は いいな 東京都
ベラムクネルトニー ⽉歌 北郷 知慧 にじ 神奈川県
三原 直美 そらいろのビー⽟ 広島県

合格された皆さまには別途、事務局より通知書類を発送いたします。
⼆次審査収録会までの⼿順など詳細につきましては送付書類をご確認ください。

⽒ 名 ※50音順
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歌唱曲名 都道府県
村上 彩⼈ 朧⽉夜 東京都
藪⽥ 美怜 ⻘い眼の⼈形 愛知県
⼭下 亜優 森永 千結 ⽔⼝ 彩 ⽵⽥ 奈央 ⾚いやねの家 ⿅児島県
⼭下 未桜 地球の⾳ ⼤阪府
⼭⽥ 結⾹⼦ 成川 彩⾳ からたちの花 奈良県
⼭村 彩 ぼくのミックスジュース 東京都
若松 尚希 ⼩泉 碧桜 あの⻘いそらのように 宮城県
渡邉 佳織 ドロップスのうた 岐⾩県

⽒ 名 ※50音順


